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平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度    校区校区校区校区コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ運営協議会運営協議会運営協議会運営協議会シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム（（（（議事録議事録議事録議事録））））    

 

１ 日 時 平成２８年２月２７日（土）午後２時～午後３時５０分 

２ 場 所 岡垣サンリーアイ ハミングホール 

３ テーマ 地域の特性を踏まえたまちづくりについて 

４ 出席者 講師 株式会社まちづくり計画研究所 

代表取締役 今泉 重敏 氏 

      内浦校区コミュニティ運営協議会  川原 政俊 会長 

      吉木校区コミュニティ運営協議会  田﨑 豊一 会長 

      海老津校区コミュニティ運営協議会 橋内 政則 会長 

      山田校区コミュニティ運営協議会  永渕 靜雄 会長 

      戸切校区コミュニティ運営協議会  北野 秀勝 会長 

      岡垣町長 宮内 實生 氏 

５ 来場者 ２４０名 

      

６ 内 容 

（（（（１１１１））））町長町長町長町長あいさつあいさつあいさつあいさつ    

岡垣町長の宮内實生でございます。 

平成２７年度校区コミュニティ運営協議会シンポジウムの開催にあたり、あいさつを

申し上げます。 

岡垣町では平成１８年３月に行財政構造改革プログラムを策定し、『協働力の強化』

『財政力の強化』『組織力の強化』の３つを柱とした様々な改革に取り組む中で、小学

校区を単位とした校区コミュニティを設立しました。以来、まちづくりを進めていく上

で重要なのは『人の力』、すなわち自分たちの住む地域を自分たちで良くしようとする

地域住民の力であると考え、『住民自治の確立』に重点を置いて校区コミュニティの推

進に取り組んでまいりました。 

岡垣町は県下において地域の活動がとても盛んです。地域コミュニティの基盤は自治

区での活動であり、自治区加入率は、近隣自治体と比較すると高い水準を保っており、

活動も活発に行われています。しかし、少子高齢化、核家族化、地域のつながりの希薄

化など、様々な要因により、自治区だけで対応するよりも、地域の実情に合わせて広い

範囲で連携して取り組んだ方が、より効果的であると考えられる課題があります。 

そこで、校区コミュニティでは、『防犯・防災』『環境』『健康・福祉』などのほか、
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それぞれの校区の実情に応じた課題解決に取り組まれており、地域のニーズにあった細

やかな活動により年々地域に浸透し、地域の絆が深められています。校区コミュニティ

の取り組みは、住民と行政の協働のまちづくりを進めていく上で欠かせないものであり、

今後も継続、推進していく必要があると考えております。 

さて、本日は校区コミュニティの様々な活動に焦点をあて、『地域の特性を踏まえた

まちづくりについて』と題し、シンポジウムを行います。 

岡垣町の校区コミュニティは平成１９年度の山田校区コミュニティの設立に始まり、

平成２０年度には他の４校区でも設立され、今年度で９年目または８年目を迎えていま

す。そして、平成２９年３０年には１０年目を迎えます。そこで、今後の校区コミュニ

ティの活動がさらに活性化していくきっかけになればと、まちづくりに関して多くの実

績がある 株式会社まちづくり計画研究所 代表取締役 今泉

いまいずみ

 重敏

しげとし

先生に基調講演

をお願いいたしました。 

今泉先生は九州における地域づくり、まちづくりの『のぼせもん』仲間のネットワー

クの代表世話人で、首長、議員、地域づくりリーダー、女性団体等の、約１万人の人的

ネットワークを持つまちづくりコーディネーターです。 

地域の特性を踏まえた、すぐにでも実現可能なユニークで楽しい特色ある計画づくり

の提案や、行政と連携しながら小学校区単位のまちづくりの仕掛け人としてもご活躍さ

れています。 

活動実績の一部をご紹介させていただきますと『珍樹

ちんじゅ

発見・活用倶楽部

く ら ぶ

』を立ち上げ

たお一人で、人の貌

かお

や動物に見えるような樹木を探し、魅力ある地域資源『世間遺産』

として、人集めに生かすといった活動を行っています。古賀市青柳

あおやぎ

の五所

ご し ょ

八幡宮

はちまんぐう

にある

『ムーミンの木』が代表例で、クスノキのこぶが、アニメでおなじみのムーミンが幹に

抱きついているように見えます。今では地域の人たちがほかの巨木にも名前を付けて

『あおやぎ珍樹

ちんじゅ

の森』として売り出すなど、地域の人々が普段見過ごしている地域の財

産にスポットライトを当てる名人です。２月に教育委員会生涯学習課が主催した『地域

ま ち

づくり名人講座』においても、校区コミュニティの活動推進を目的にした講話や、グル

ープワークをご指導いただき大変有意義であったとお聞きしています。 

このシンポジウムも、ご出席の皆様にとって意義深いものになるとともに、校区コミ

ュニティの今後の発展と、皆様のご健勝を祈念いたしまして、甚だ簡単ではございます

が、ごあいさつとさせていただきます。 

本日は、ご来場いただき誠にありがとうございました。 
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（（（（２２２２））））タイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュール説明説明説明説明・・・・出席者紹介出席者紹介出席者紹介出席者紹介    

    

（（（（３３３３））））基調基調基調基調講演講演講演講演    

  今泉今泉今泉今泉先生先生先生先生    

皆さんこんにちは。ただ今ご紹介いだきましたまちづくり計画研究所の今泉です。先ほ

ど、宮内町長からご説明頂き本当にうれしく思います。 

今日は、楽しくお話をしたいと思います。人間笑うとエンドルフィンが出てプラス思考

になります。怒りっぽい人はアドレナリンが大量に出て、だいたい早死にします。笑うこ

とで長生きできます。怒りっぽい人は、怒ることで存在感を出している。そういう人はこ

こにいらっしゃらないと思います。楽しい時は笑っていただいて結構です。まちづくりの

きみまろというふうに思っていただきたい。ただきみまろさんと違うのは、彼は人の毛、

私は自分の毛でございます。今日は地域の特性を踏まえたまちづくりの展開ということで

お話をしたいと思います。 

 

手元にレジメがあると思うのでご覧いただきたい。 

まずはコミュニティという言葉が出ているが、私はコミュニティということを前面に打

ち出してコミュニティ、コミュニティとはあまり言わない。それは、コミュニティと説明

すると意味が分かりづらいからである。住民に、コミュニティとは地域社会や人と人との

絆が深まった社会などと説明しても、「また会合ですか」「また組織作るのですか」となっ

てしまい、理解が得られない。また、行政が説明を行うと、また住民に仕事を押しつける

のかと誤解されることがある。 

私は、コミュニティという言葉は結果として出てくるものであると考える。私たち住民

が、自分や家族をはじめ、これから生まれてくる子ども・孫たちのために、今より住みや

すい地域を作ろうとした結果できるのがコミュニティである。 

より住みやすい地域にするために、誰もができる時にできる事を無理なく楽しみながら

やることが大事である。 

地域の課題は病気と同じである。小さな病気を放っておくと、それがだんだん癌になっ

て、最後は手が付けられずに命を落としてしまう。地域の課題も同じで、不審者が出たな

どの課題（病気）をそのまましておくと、また不審者が出て子どもが連れ去られ、命を落

としてしまうというようなことになってしまう。 
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このような課題を解決し、子ども・孫たちがより住みやすいまちをつくるためには、今

生きている私たち大人が協働する必要がある。そのためには、各団体がバラバラではいけ

ないため、小学校区で１つまとまりましょうとなる。小学校区内の様々な団体が協働して

課題解決に取り組めば、足りないところは他の団体が協力してくれるということになる。 

このように、地域課題解決のために取り組もうとした結果、コミュニティの組織、ある

いは私が言っているまちづくりの組織ができあがる。 

 

先日も岡垣町の『地域

ま ち

づくり名人講座』に講師として参加させていただいた。講座は３

回あったが、本当に元気ないい人たちがたくさん来られていた。中には養子で、岡垣町に

来たという方もいらっしゃった。「よーし行くぞ」という元気のよい方で、何のために来

たのか尋ねると、「品種改良に来た」と面白い言葉が返ってきた。 

この３回の報告もスライドショーの中に入れているため、その内容にも触れつつ話を進

めたいと思う。 

 

お手元の資料の１ページ目をご覧いただきたい。中央より下に、地域が抱える課題を書

いている。１番大きな課題は、少子高齢化の進展と人口減少である。 

岡垣町付近では鞍手町が一番人口が減少している。県下でも一番である。鞍手町では２

０４０年には、２０代３０代の女性が７割減るとされている。子どもを産む方の大半が２

０代、３０代とすると、そのほとんどがいなくなり、結果、子どもがいなくなるというこ

とになる。消滅可能性都市である。これは大変なことだと、私は、いろんな手を打とうと

いうことで『あの手この手鞍手』と言うような言葉を使ってみてはどうか提案してみた。

そうすると、鞍手町の徳島町長が「それ面白いですね。使わせてください」ということに

なった。 

それを聞いた同じ鞍手郡の小竹町も（消滅可能性都市第３位）これはいけないというこ

とで、鞍手町に作ったようないい言葉を小竹町にも作ってほしいと依頼があった。その依

頼を受け『小竹ここだけオンリーワン』といった言葉を作った。 

南関町にも１０数年前に作った言葉がある。熊本県の南関町の商工会の会長から何かい

い言葉を考えてくださいとお願いされたので『よし、難関（南関）突破のまちづくり』と

した。 

長洲町に関しては、全国で有名な金魚のまちであるためこれを地方創生のキーワードと

し、『きんぎょづきあい』『金魚のフンみたいにつながろうと』などという言葉を提案した。 

これらの言葉は遊んでるようだと言われることがあるが、難しいことを言って理解して
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もらえないよりも、楽しいことを言って理解してもらい、一歩でも二歩でも動いてもらう

方が良い。 

コミュニティの希薄化や各種団体の活動低下、社会の不安の高まり、産業の衰退、環境

問題、マナーの低下とかいろんな問題が起きている。それをクリアするためには、視点を

変えなければならない。 

 

手元の資料の４ページ目にも書いてあるが、協働のまちづくりはまさにオーケストラで

ある。 

・打楽器…町民団体や企業。なぜ打楽器なのかというと打たれ強いから。 

・管楽器…行政。役所の『官』ということで、管楽器。 

・弦楽器…私たちみたいな地域づくりのプロ。弦楽器の弦は弓へんに玄、つまり玄人。 

・ボーカル…一般町民 

・指揮者…町長 

・楽譜…総合計画 

このようなメンバーのオーケストラを宮内町長が指揮者となり、総合計画という１０年

構想の楽譜を見ながら「はい、ここは打楽器、管楽器、はい、ここはみんなで」というよ

うな形で指揮して演奏していく。 

このオーケストラのように、ここは町民にお願いする。ここは役所が行う。ここはプロ

の方に地方創生を応援してもらう。といったように、協働によるまちづくりというのは、

実はこういうことである。 

１団体が全てやるのではなくて、足りないところをお互いが補充、補完、補強しながら

やっていくことでまちづくりが進んでいくと思う。 

 

１０年後にどんなまちづくりを進めるのか。ビジョンが見えないと会長が代わるたびに

やり方が変わっては困るということで、１０年構想のつくり方の勉強を先日の地域

ま ち

づくり

名人講座でさせていただいた。 

【内浦校区】 

・キーワードは美しい海 

・海には対岸から見ると、猫に見える島がある。その横には犬に見える島もある。この

ような島があるのであれば、猫カフェとか犬カフェがあると楽しい。 

・楽しい、美しい海をキーワードにしたまちづくりを展開したい。 
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【戸切校区】 

・キーワードは子ども。子どもが中心。子どもは地域の宝。 

・子どもが２０年３０年経って、ふるさとに帰ってきてもらえるような、素晴らしい体

験学習をやっていきたい。 

【山田校区】 

・キーワードは人。 

・人と人との絆が強いため、今後も人の絆を生かしていきたい 

私から山田校区へ、山田校区ということで全国の山田さんに募集をかけ山田さん交流会

をやってはどうかなどと言った提案をさせていただいた。 

【海老津校区】 

・キーワードは笑いや笑顔 

・海老津の『え』を笑うと書き、『び』を美しいと書く。そして『つ』が通りと書いて

『笑

え

美通

び つ

校区』 

・海老津を見れば、岡垣の雰囲気がわかるという町の顔。 

・笑いや笑顔でまちづくりをしていきたい。 

【吉木校区】 

・キーワードは『よし、気（吉木）の合うまちづくり』 

・素晴らしい自然と歴史の町。そういうものを生かした町づくりをやりたい。 

   

これらの内容をたった３回、実際は１回半程度でまとめていただいた。 

このように地域のキーワードを上手く利用し、どんなまちづくりをしていくかビジョン

を作ることでうまく地域づくりができていくと考える。 

 

他にも『笑（しょう）』と言う漢字を上手く使ってまちづくりを行うのも良い 

・商店街は笑顔の店と書いて『笑店街』 

笑店街では３時になると笑い声が鳴る。その笑い声に思わず歩いてる人も笑っていく。 

・お店に入って岡垣の商品を買う。笑いながら買うから『笑品

しょうひん

、笑動

しょうどう

買い』 

・商売人は、笑顔を売りにする『笑売人』 

・焼酎も『笑酎』として飲むたびに笑いが出てくる。ビンには『一笑

いっしょう

瓶

びん

』や『笑味

しょうみ

期限

き げ ん

』

の文字が書かれている。 

など、『笑（しょう）』は様々なことに使える。 
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また、講座の前に自己紹介を行ったが、Ａ３用紙に名前を書き、余白に新聞や雑誌の切

り抜きを貼り紹介していただいた。そうすることで自分がどんな人かが分かるし、人に伝

えることもできる。こういう紹介用紙が２００枚、３００枚あると人材リストができあが

ってくる。 

 

今日、私は久留米

く る め

絣

がすり

を着てきている。以前、久留米で絣

かすり

のまちづくりをやりたいとい

う話しがあり、私が産業力の強化推進会議の議長を９年間やった。人が絣を着るのであれ

ば町にも着せようと、ビルの一角に絣のデザインを描いたりと、様々なものに絣のデザイ

ンを取り入れた。そうすると人も絣を着て歩きやすい。『もし事故にあってもかすり（絣）

傷』それくらいのノリでいった。ノリがいいねと言ったら、近くに有明海があるからと言

われた。 

そして、絣を着た女性の方が街並みを歩いて紹介してくれる。街並みの紹介中に、キリ

ンに見える木を発見した。このような発見が地域資源となる。こういった発見があれば案

内人が次に案内する際にキリンに見える木ですとお客さんに紹介できる。特に吉木校区は、

自然や歴史が残っているところであるため、こういった案内人をたくさん使っていくと良

いと思う。1 回の案内が１０００円、２０００円など、それぞれのコースを作ってはどう

か。 

また、道中に石垣があったが、石垣がありますという説明だけだった。しかし、私の視

点は違う。石垣があるのであれば、何かが見えるのではないかと目を凝らした結果、ハー

トの石垣を発見した。視点を変えると様々なものが宝物に見えてくる。さらに歩いていく

と檜風呂の中に土を植えて野菜を作っている家もあった。 

このように路地裏や地元の人があまり歩かないところを歩いていくということを行っ

てはどうか。 

久留米では絣のデザインで通りに名前を付けている。校区でも通りに名前をつけてはど

うか。 

 

春日市の若葉台東で、子どもと大人を交えて春日市の将来のことを考えたことがある。 

新聞や雑誌の切り抜きを模造紙にまとめて２０年後の若葉台東をどのようにしていく

かを作った。小学生と中学生がほぼまとめてくれた。まとめていく中でさまざまな意見が

出てきた。子ども達からは、小学校や中学校の夏休みに、宿題で分からないところがあれ

ば、公民館や市民センターに来ると教えてくれる大学生がいたらいいなという意見が出た。

それは面白いということで、大学生などに講師をしてもらい、それに応じてポイントが貯
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まるようにする。そしてそのポイントを使って家庭料理が食べられるといった制度を作っ

てはどうかというような話が出た。 

 

春日市の天神山地区では、校区全体を小学校に例えて活動を行った。隣の校区から入っ

てくるところを校門として「校門はきれいにしないと」として清掃活動を行った。また、

校区の中の道路は廊下。廊下は走らず歩きましょうということで、車のスピード違反はや

めましょうと安全運転の啓発を行った。 

そのような活動を行っていたところ、通信簿はどうするのか、参観日はどうするのかと

いう質問が出た。そのため、ある日を特別校区の参観日として、校区外の人に校区に来て

もらい、中を見てもらった。そしてごみ出しのマナーなど様々なものを見てもらって点数

をつけてもらった。その数字が通信簿となる。そのような取り組みを行い、盛り上がった。 

さらには、転校生とか転入生とかはどうするのかという質問が出た。転入生（新入生）

は転入者、転校生（卒業生）は転出者である。転出した人には総会が終わった後に卒業証

書を渡す。例えば「３２年間ここに住んでいただきありがとうございました。これからも、

吉木のことを忘れないでください」などという形で渡す。そして、転入者には、入学式を

行う。「ようこそ内浦に来ていただきました」などという形で歓迎を行う。こういうふう

に校区全体を何かに例えるのは、非常にわかりやすい。 

しかし、こういうことをやろうと思うと、まちづくりには２・６・２の法則が出てくる。

何かいいことをやろうと思うと、「会長、私も一緒にやりましょう」と言ってくれる人が

２割。ところが、何を言っても文句を言って足を引っ張る人が２割。そして残りの６割は

じっとその様子を見るだけという状況である。 

とにかく楽しみながらやることが大事。人生、男性は８０年、女性は８６年から８７年

と言われている。今生まれた子どもがそれだけ生きるので、今６０歳の男性の方は８４、

５歳まで生きるかもしれない。６０歳の女性の方は９０近くまで生きるかもしれない。一

生を秒数にすると、男性は２５億秒、女性は２７億秒となる。１０年で約３億秒になる。 

例えば６３歳の男性は平均寿命まで２０年。２０年は６億秒となる。そうなると３分の

１が寝ていることになるため、４億秒しかない。そう考えると前向きにやっていかないと

いけない。夫婦喧嘩している暇なんてない。かっと怒って落ち込んでいる暇なんてない。

時間は大切に使おう。 

 

つづいてスライドショーを見ながら食べ物について話をする。農産物が採れるところで

は、楽しく食べようということで、食べ物で作ったアート作品（フードアート）をやった
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りしている。 

私はみかんを剥くときには人型になるように剥く。しかし、これはまだまだ未完成で、

食べ終わったら手の部分を少し折って『ありがとう』とお礼のポーズにする。こういうお

もてなしが大切。このように物を大切にしながら、ユニークな発想でアートにして食べて

いく。イモでつくったネズミや、メロンに切り込みを入れてそこに生ハムをつけて舌を出

したようにしたりした、ユニークな作品がある。 

 

春日市の天神山地区では、家の前に花壇を置いてもらうように協力を呼びかけたところ

１０００所帯のうちの２００所帯が協力してくれた。花壇を各家の前に置いている。素晴

らしい。そして、花壇の横には水の入ったペットボトルが置いてある。こうすると子供た

ちが登校時と下校時に水をかけてくれる。登校時に半分、下校時に半分水をやり、その際

にその家の人と子どもたちが話してコミュニケーションを取ることができる。ペットボト

ルが空になれば家の人が満タンする。こうすることで子どもと沿線の人が交流できる仕組

みができる。土日は家の人が水をかける。単純なことだが、子どもを大切したいといって

いた戸切校区などでこういう取り組みをしてはどうか。 

 

「見守り隊の方は高齢化で後継者がいないため、１０年間同じメンバーでやっている。

新しい人がなかなか入ってこない。」このような問題があるが、それは見守り隊に入って

くださいと言うからである。その時間帯には来ることができない人がいる。見守り隊とし

てではなくそれをサポートしてくれる人を探してはどうか。たとえば、写真が好きな人が

いれば見守り活動の写真撮りをお願いしてはどうか。忙しいため、見守りには中々参加で

きないが、活動の写真を撮るくらいならできるという人もいる。そういう方をサポーター

として取り入れて、撮った写真を使って写真展を開けば、見守り隊の素晴らしい活動のＰ

Ｒになるし、広報になる。このように、違った業種の方に来ていたき応援してもらうと良

い。青パトも同じである。 

 

先日柳川市に行った時に、中学生に青パトを見かけたら手を振ってあげてねとか、恥ず

かしければ頭だけでも下げてねと伝えた。自分が青パトを運転している立場になって考え

ると無視されるよりも、頭を下げられたり、手を振られたりする方が「よし、頑張るぞ」

とやる気になれるだろうと伝えた。このように相手の立ち場になって考えることを、仮想

代理経験と言う。 

様々な仮想代理経験をすることが大事。私はここに来るまでに、受付の人になってみた
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り、司会者になってみたり、会長さん達になってみたり、あるいは町長さんになってみた

り、瞬間に様々な仮想代理経験を行った。そうすると、「そのとき私はどうするだろうな」

ということを考えて、「こうして欲しいのであればこうした方がいいな」などと考え、対

応ができようになる。 

 

青パト活動では、実際に大学生に青パトに乗ってもらい、その活動を後ろからレポート

にしてもらったり、フェイスブックに載せてもらうなど様々なことができる。あるいは、

ガソリン代を応援してくれる企業の名前を青パトに貼るなどと言った方法もある。 

列車の鉄道網があるが、鉄道の駅は必ずトイレがある。そのため、休憩ができる。必ず

トイレがあるから女性も安心して旅ができる。だから道路にそういうトイレがあるといい

ねという発想で出てきたのが道の駅である。道の駅はトイレからの発想である。 

ある男性の方が「うちの家内が鉄道にトイレのある駅があるように、道にもあったらい

いね」と言った一言から始まり、我々が山口県で社会実験を行った。 

そして、それが全国に広がり、今では道の駅が１０００カ所以上ある。こういったもの

を民間でもやろうと、やる気のある人たちが手をあげて駅を作った。我々はこれをまちの

駅と言う。ガソリンスタンドや病院、傘屋さん、あるいはコンビニなど、みんなに手を挙

げていただき、観光協会が事務局となってまちの駅をやった。 

まちの駅はどんどん繋がり、道の駅とも繋がっていく。まちの駅は見えない線路でつな

がっている。それぞれ商店主が駅長になる。これが観光振興、商業振興、人づくり、景観、

体験学習につながる。パン屋さんでパンの作り方が体験できるとなると、教育委員会も大

喜び。中心市街地の活性化につながる。 

以前、芦屋町でもまちの駅を仕掛けたことがある。宮若市にも２０何カ所ある。粕屋町

にもある。甘木、朝倉はここが発祥の地であり、５０カ所もある。粕屋は役場までが道の

駅に入っている。宮若では、トヨタ自動車九州がまちの駅に入っており、そして町の駅の

様々な事をＰＲしてくれる。 

まちの駅の駅長会議を時々行う。総会には市長も来てくれたりする。駅長達は「地域を

何とかしたいが、一人の努力じゃ足りない」「みんなで一緒にやりましょう」という考え

を持ってくれている。そうすると、どこかでみんな見えない線上で繋がっていく。 

町民センターや公民館もまちの駅にしてはどうかという話しも出てきている。 

駅長には本当に地域を愛している、郷土愛が深い人がたくさんいる。要するに『疫病

えきびょう

』

にかかった人。いい意味での『えき（益）病』である。 

今は葬儀屋さんまでが「うちはトイレがたくさんあるから、貸していいですよ。休憩も
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とれます。」とまちの駅をやっている。 

ところがまちの駅には駅名が必要となる。酒屋さんだったら酒の駅。米屋さんだったら

米の駅など。それでは葬儀屋さんの駅名どうしようかとみんなで知恵を出し合った結果、

出てきた駅名がなんと終着駅。そうすると産婦人科が始発駅となった。 

水、土を掘る、ボーリング屋さんがいて、今泉さん駅名は何がいいでしょうかと尋ねら

れた。そして考えたのが掘れ掘れ水の駅。 

また整骨院さんがいらして、病院だけどまちの駅に入りたい。駅名はどうしたらいいか

との尋ねられたこともある。考えたのが骨休めの駅。 

そういう駅がたくさんあると、必ずトイレがあるから休憩ができる。岡垣町もそういう

町になってほしい。 

道の駅だけでは、そこ１カ所にしか人は来ない。粕屋町にある県立の魁誠高校は、全国

で初めて高校がまちの駅になった。そして、まちの駅をテーマに文化祭をしている。こう

いった所も今どんどん出てきている。 

各駅の取り組みを全部集めて、１つに整理してまちの駅カレンダーを作れば、駅から駅

へ人が行くようになる。このように、ぜひまちの駅に注目していただきたい。 

 

まちの駅のトイレには様々な工夫がされている。男性用の便器はすぐに下が汚れる。実

は私は日本トイレ協会の正会員をやっており、トイレの研究もしている。何か汚れないよ

うにできないかということで調べた結果、オランダのスキポール空港のトイレでやってい

ることが世界中に広がっていた。どこの国でもやはり男性用のトイレはすぐに汚れるよう

である。しかも空港であるため、色んな国から来た人が使うためなおさらである。 

トイレの下が汚れるという事で、掃除する人が知恵を出しあった結果出てきたのが、ハ

エ付きトイレだった。男性のトイレの真ん中に焼き物で作ったハエをピタッとつけておく。

男性が来たらどうするか。前にハエがいるため、何とかハエを落とそうとハエめがけて一

生懸命に出す。それに集中してトイレが汚れにくくなる。そういうことで、ハエ付きトイ

レは全世界に広がった。 

するとハエ付きトイレの他にも、ユニークなトイレが出て来た。サッカーボール付きの

トイレである。トイレの中にサッカーボールと、ゴールポストがある。このサッカーボー

ルにかけて、ゴールを目指すというトイレ。 

他には水槽付きのトイレもあり、水槽の中では金魚が泳いでいる。ビルの中にいるよう

な感覚になるトイレもある。周りの壁にビルの写真を貼っている。 

スキーのジャンプ台のようなトイレもある。スキーのジャンプ台の頂上からから見た風
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景３６０度をそのまま写真に撮り、そのまま周りの壁や床、天井に貼ってある。そしてト

イレにはスキーの板がデザインされている。このトイレ１つを目的に人が来る。 

今小竹町で、トイレによる町づくりを仕掛けている。１カ月もあればユニークなトイレ

は作れる。内装だけなので、お金もあまりかからない。 

 

ゴミの不法投棄が多い場所があるが、私は一発でゼロにする。どうするかというと、ま

ずは綺麗に片付ける。そして、そこに石を置いてしめ縄をつけて御幣

ご へ い

を付ける。これを置

いたとたんに、ゴミを捨てる人がいなくなる。 

しめ縄を作れる人、石を調達できる人など、みんなの趣味・特技を整理してくと何がで

きるかすぐに分かる。この人とこの人が組めばこんなことができるというのを、私が提案

する。こういったコーディネーターのような方が校区コミュニティ運営協議会にいないと

いけない。 

石を置いてから数日後、「俺は塩を持っているから塩を持って来る」といって、塩を置

いてくれた住民がいた。そうすると、１週間後には他の方が花を植えてくれるようになっ

た。なんと１か月後にはお賽銭があがるようになった。 

こういうふうに綺麗になると、ここを散歩する人が、石を拝むようになった。そうする

と、ますますゴミは捨てなくなった。 

雨風の影響で２か月くらい経つとしめ縄が落ちてしまうため、また綺麗にする。落ちた

ままにしていると、今度は逆にゴミがたまるようになってしまう。 

このような取り組みを２００４年に旧朝倉町でやったが、いまだにゴミがない。それど

ころか、ここ散歩する人が増えている。今日もゴミが無いなと見ていく。そして、ゴミ問

題に取り組む人達で友達になる。これをゴミニティやゴミニケーションと言う。 

しめ縄を付けた石をところどころ置いておくと、１キロにまたがってゴミがなくなった。 

しめ縄を長くする、車からポイ捨てがなくなる。短いしめ縄は車では見えないが、２０

メートルほどの長いしめ縄を作り道路に沿って取り付けると、車からのポイ捨てがなくな

った。３０年間荒れていた路地が蘇った。 

 

もし不法駐車があったら、駐車しているところにチョークできれいにお地蔵さんの絵を

描いたらよい。さすがにお地蔵さんの上に車は停めない。できるならマンションの車止め

なんかもお地蔵さんの形にしたらよい。地蔵が守るマンション。これをジゾートマンショ

ンという。 
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私はムーミンに似た木を見つけたこともある。先ほど町長からご紹介いただいたが、古

賀市にある五所

ご し ょ

八幡宮

はちまんぐう

にある木のことである。幹回りが１０メートルある。 

その木にはこぶがあり、地域の人はこれをただのこぶだと言っていた。しかし、これを

よく見るとムーミンに見える。私がムーミンみたいだと言うと、言われてみればそうです

ねと住民も気付く。 

そしてこの木をムーミンの木とすると、子どもたちが遠足で訪れるようになった。横の

木をみると、亀に似た木があった。ムーミンは千年、亀は万年、千年万年不老長寿の木と

言うとお賽銭があがるようになった。一番喜んだのは宮司さん。お賽銭は１００倍以上に

なったそうである。こういった木がいろいろと見つかったため、珍しい樹と書いて、珍樹

ちんじゅ

の森とした。 

雨降りにわざわざ人が来るような仕掛け方をやっても良いと思う。濡れると人の顔のよ

うに見える木や、雨が降ったら路面にスリップ注意という文字が出てくるようなやり方な

どがある。 

ゴジラに見える木もある。６月にしか見ることができない。５月６月の期間限定のゴジ

ラです。葉が生い茂るときしか見ることができない。 

アンパンマンの木やプードルの木などもある。これを見て、「アンパンマンだ」「プード

ルだ」と喜ぶ人と、「それがどうした」という人がいる。失礼ですが、「それがどうした」

と言う人は、長い人生の中で喜ぶ回数が少ない可哀そうな人である。 

特に吉木などでは自然の豊かな所なので、こういうものがたくさんあると思う。視点を

変えて探していただきたい。 

こういったものを楽しんで笑顔になるのがよい。先日の地域づくり名人講座でも、内浦

校区に素敵な笑いの方がいて、思わず録音したくなったくらいである。 

沖縄の那覇で見つけた木は口に似ている。横から見たら本当に口みたいで、思わず口紅

を塗りたくなる。曲がった変わった木などでは、名前を募集し２００ほど募集があった。

決まった名前が『急がば回れ木（ぼく）』 

鶏に似た木を発見した時には、付近に焼き鳥屋を誘致しよう。ここに卵を置こうという

ことにもなった。視点を変えることは面白い。 

できたら子どもたちに使い捨てカメラ持たせて、通学中の様々な風景の写真を撮っても

らい、報告会をしたらよい。これは盛り上がる。 

北九州の枝光北でやったことだが、校区で一番大きな木はどれなのか。せめて１０番目

まではみんなで調査しようとなった例もある。 
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地域の美化について、犬の散歩でフンを散らかす人がいる。ビニール袋を持って散歩し

ているがいつも空で見かけだけという人がいる。午前中に花いっぱい運動で花を植えて、

昼から犬の散歩でフンを散らかしていくという、訳のわからない人も中にはいる。田んぼ

だからいいだろうと、田んぼのあぜ道で犬がフンをした時に、飼い主がそのまま行ってし

まうことも多い。 

こういった問題を失くす方法がある。今日来られている方はぜひ実験していただきたい。 

八幡西区の香月でもやったが、フンがどこに落ちているのかをまずはチェックする。自

治区の大きな地図を用意し、大きなフンが落ちているところに赤いシール、親指くらいの

フンが落ちているところには黄色のシールを貼っていく。完成したらそれを、自治区ごと

に掲示板などに貼る。これを犬のフン地図と言う。 

この地図をフンを散らかしている人が見たら「しまった、俺のフンが地図に載っている」

と思う。また、犬を飼っていない人も「何でうちの校区、自治区はこんなに犬のフンが多

いのだろう」と思うようになる。 

次に自治区ごとにフンを拾って、キログラム数を量る。そして、重い順に市民センター

に飾る。上位の自治区は恥ずかしいため、３か月後はゼロにするぞと住民が結束する。 

中にはどうしてもフンを捨てていく人がいる。そういう人が散歩しているときに、我々

がわざと後ろを歩く。犬がフンをすると我々が拾ってあげる。ずっと後ろを付いていって

いると、次第にマナーを守るようになる。 

八幡西区の香月のまちづくり協議会はこの運動を報告書としてまとめた。報告書のタイ

トルは『糞闘

ふんとう

日記』と言う。ぜひ、犬のフン対策としてこういうことをやっていただきた

い。 

飯塚でやった時には、３６０ｍ区間で出てきたフンが１１．５キロもった。活動のメン

バーには教育長や大学の教授、役所の課長が２人参加した。そして役所の人や学生にも来

てもらいフンを拾った。この後、日庄内の元町長の松延町長も来て、私も拾いますと拾っ

てくれた。ぜひ、宮内町長もフン拾いをされてはどうだろうか。 

フン公害対策にユニークな看板をつけているところもあった。『飼い主にはリードを必

ずつけてください』と文字が書いてあり、犬が人を連れている看板。 

しかし、看板が多いという事は、外の人から見るとマナーが悪い証拠だと逆の印象にな

ってしまう。そのため、先進地では看板を付けなくても、マナーを守るようにしている。

看板がなくても、マナーを守るようにすることが大事。 

 

町を美しくするためにも、一戸一美運動。各家の玄関前に美しいものを置いて、通りか
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ら見えるようにしようという取り組みもある。北九州市八幡西区の香月まちづくり協議会

の楠北自治会でやった。趣味や特技を表に出す。書が好きな人や竹細工が好きな人、俳句

が好きな人、川柳が好きな人が協力して行った。 

壁や竹に絵を描く、川柳を書く、俳句を書く、そしてそれを並べると景色が変わる。ブ

ロック塀の冷たい空間が、暖かい空間になる。 

子どもたちの安全を確保や景観の向上にはこういう取り組みが良い。 

また、歩道が広いところでは視力検査のＣの記号をかき、２メートル離れたところに足

跡を描く。そうすると、みんな足跡の上に立つ。するとそこには目を隠す棒がぶら下がっ

ている。こういった取り組みも面白い。 

俳句を飾ったところでは、散歩中の人が俳句をみながら歩ける。これを『俳句

は い き

ｉｎｇ

ん ぐ

』

と言う。こういう趣味とか特技を生かした取り組みは素晴らしい。 

町の顔である海老津校区などで取り組んではどうか。『ようこそ海老津へ』『ようこそ岡

垣へ』と駅に花を飾る。すると、駅を降りた人が、花が飾っているのを見て歓迎されてい

るという気持ちになる。 

 

熊本県の芦北町で行ったことだが、ゴミ置き場は汚いというイメージがあるので、逆に

美しい空間に変えようという事で、花を飾ったり、あるいは子どもの絵を飾ったり、俳句

を飾ったりして、日本一美しいゴミステーションを目指した。そして『このゴミステーシ

ョンがこの町で一番美しいゴミステーションです』などといった表彰状なども貼っておく。

こうするとマナーが向上する。マナーが悪い人がいても、次の人がきちんと綺麗にする。 

 

剪定が好きな方がいたら、樹木を何かの形に剪定してもらう。そうすると、そこを通っ

た人が記念撮影をする。記念撮影した時に、山田地区とか、内浦地区など名前が写るよう

にすると良い。 

戸切など階段や坂が多いところでは、そこに花を置いて美しくしてはどうか。アートウ

ォークである。美を見て歩く人をアートウォーカー。 

各家が玄関前に花を置いて美しくする一戸一美運動。このような運動に取り組むと人が

自分の家の前を通るようになる。そうすると、みんな家の前を掃除し始める。庭先５メー

トルに渡って清掃運動になる。 

内浦地区では猫の島が見えるということなので、見えるスポットに猫の絵を描いた石な

どを並べて置くと良い。みんな自分のところの猫の絵を描いて置いていけば、猫の絵がた

くさん並ぶ。『猫の細道』としたらよい。 
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石に漢字を書くことも公民館活動でよくやる。たとえば『新』という漢字を石に書き、

横の余白に『あたらしい』『にい』『しん』など読み方書く。裏返すと画数が現れる。 

こういった石を並べると、１５画を探そうと言うような遊びもできる。これを１００６

個作ると、小学校で習う漢字がすべてカバーできる。石の重さまで書くと面白い。大小様々

な石に字を書いて何グラムか書いておくと、子どもたちが遊んでいるうちに重さまで分か

るようになる。 

 

シャッターが閉まっている商店街などでは『定休日：毎週月曜日、火曜日、水曜日、木

曜日、金曜日、土曜日、日曜日』などと書くと面白い。マイナスがプラスになる。このよ

うに書いているとみんなが笑っていく。 

焼き鳥屋の看板に鳥の絵が描いてあり「どうせ食うでしょ」という言葉が書いてある店

もあった。 

こういったものが海老津の商店街などにあると楽しい。 

笑いのスポットということで、１０カ所２０カ所そういうスポット巡りをするのも良い。 

 

鞍手町では役場の職員、ボランティアの人など３５０人の笑顔の似顔絵を描いた。漫画

家の高瀬先生に東京から来ていただき、１人２分半で描いてもらった。そして、役場の入

り口に全員分の似顔絵を貼った。町長や副町長、教育長の似顔絵も貼り、笑顔で待ってい

ますといった感じにした。窓口にも似顔絵を並べた。 

粕屋町の商工会では似顔絵の後ろに磁石を付け、ホワイトボードに貼れるようにした。

校区コミュニティ運営協議会でも役員の似顔絵を描いて、参加した方はボードに貼っては

どうか。そうすると、参加した人していない人がすぐ分かる。 

 

案山子を使って町おこしをしている所もある。ビールを飲んでいる案山子や、おっぱ

いをやっている案山子などを町中に配置している。 

つなぎを着て機械を修理している案山子があったが、これをうまく表現した言葉が添

えられていた。何と表現したかというと、「もう１週間、いじくっとるばってん、エン

ジンかからんと」。こういった言葉を添えるだけで面白さが倍増する。 

お墓にある案山子だが「彼岸の中日やけん、じいちゃん、会いに来たよ」と亡くなっ

たおじいちゃんのところに、おはぎを届ける案山子もあり、涙が出てきた。その一方、

そのお墓の下で、立ちションしている案山子もあった。その案山子を、千の風になって
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の秋川さんの案山子が見ている。そしてそこには「私のお墓の前で立ちションしないで

下さい」とうまい言葉が掛かれていた。 

おしっこをしているおばあちゃんの案山子もありました。しかもホースをつないでい

て水がジャーっと流れる仕組み。ご自由にお飲みくださいと書いてあり、柄杓まで置い

てある。さらに、迷える水と書いて、迷水百選といったものまで書かれている。とても

面白い発想。夏の暑い時でしたが、喉が渇いた子どもが寄ってきて、実際に飲んでいた。 

こういった様々な案山子を町中に配置することで町おこしの他にも防犯にも役立つ。 

２００体配置した結果、１か月半で２万人が訪れた。 

このような案山子を使ったまちおこしは築上町や久山町でもやっている。 

風景に溶け込んだ案山子を置くことが大事で田舎には田舎用の案山子。都会には都会

用の案山子がある。 

セーラー服の案山子があったが、設置して１週間後には盗られてしまった。泳いでい

る案山子を作り水路に設置した所もある。始めは元気に泳いでいたが、１カ月も経つと

だんだん元気がなくなり水死体みたいになってしまった。これはちょっとまずかった。

案山子を使って無人販売を始めたところもある。 

地域のお祭りを案山子で行うのも良い。ノートを用意し、来場者に感想などを書いて

もらう。そして、そのノートを回覧板で全世帯に回すとみんなが喜んでくれる。 

子どもに案山子の作り方を教えたこともある。子どもが一所懸命に案山子を作り、い

ざ田んぼに持っていくとなった時に、とんでもないことになった。何があったかという

と、案山子と離れたくないと案山子に抱き着いて泣いてしまった。 

結局持って行くのはやめて、家に持って帰ってもらった。家で３週間一緒に寝たよう

だ。 

 

・仮想代理経験をやってみる。２ページ目に書いてあるとおり瞬間移動で、いろんな人

になってみる。そうすると相手の立場になってものを考えることができる。 

・視点を変えて地域を見てみる。例えば頭にハート形ついた鯉がいたら、それをアピー

ルする。この一匹を目指して多くの人が来る。 

・会議を開く時は、机を四角形に並べない。机を四角形に並べてしまうと顔が見えない

人が出てくる。ちょっと机を曲げて並べるだけで、みんなそれぞれ顔が見える。 

・みんなの趣味や特技を生かそう。お手玉ができるおばあちゃんがいたら、直売所に来

てもらい、みんなに見せてもらうなどすると良い。また、イベントをやる時には、若

い人に写真を撮ってもらい、それをツイッターやフェイスブックに載せてもらえば、
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その校区の取り組みがＰＲされる。 

 

最後になるが、コミュニティも活動が長いと聞いている。何でコミュニティをやるの

かというと、やはり子どもたち・孫たちのために住みよい町にしていくためである。住

みよい町をつくるために、今生きている私たち大人がやるべきことやっていこう。ただ

し、誰もができる時にそれを無理なくやることが大切で、その仕組みをいかに作ってあ

げるかということが重要だと考える。 

 

以上で講演を終わる。 

    

（（（（４４４４））））質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答    

        ①①①①吉木校区吉木校区吉木校区吉木校区コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ    田﨑会長田﨑会長田﨑会長田﨑会長    

  ・役員をなぜ好きになってもらえないかと感じる。 

・出事が多い、やることが多いという理由で役員の担い手がいない。 

・組織が多く一人の人がいくつも役員をやっている状態 

・役員はボランティア活動であり、あまり重荷にならないようにする必要がある。組織を

統合し、重複している活動内容を効率化するなどの工夫をしなければ、活動は充実せず

長続きしないのではないかと危惧している。先生のアドバイスをいただきたい。 

 

今泉先生今泉先生今泉先生今泉先生    

役員の仕事が社会の流れの中で変化してきている。例えば環境問題・ゴミ問題などでも、

昔に比べるとやらなければいけないことが増えてきている。そのため、役員をやることを

重荷に感じる人が多くいるように感じる。役員の仕事内容の見直しが必要ではないか。 

より多くの人が、少しずつたずさわるようなやり方もあるのではないかと感じる。その

ためには多くの方がコミュニティに参加し、なぜコミュニティがこのようなことをやるの

か理解しなければならない。そして、仕事をしている人や、夜の会議に来ることができな

い人が参加できるような方法を考える必要があるように感じる。役員の仕事を少し減らし、

その代わりより多くの方に役員をやってもらうなど、時代に合った改革が必要かもしれな

い。 

 

        ②②②②内浦校区内浦校区内浦校区内浦校区コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ    川原会長川原会長川原会長川原会長    

  ・町の高齢化率は約３０％だが、内浦校区は町より少し多く３人に１人は高齢者となって
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いる。半数近くが高齢者の地域もある。 

・講演会など様々な行事を行っており、そのような場所に皆さんに出てきてもらいたいと

思う。 

 

今泉先生今泉先生今泉先生今泉先生    

   高齢化率ばかりを議論されているが、高齢化率は６５歳以上の人口が総人口に占める割

合である。１９４０年の東京オリンピックの時に６５歳以上の人の平均余命の調査があり、

平均余命は１１年という結果であった（平均寿命７６歳）。今は平均寿命も１０年近く伸

びており、当時の６５歳は今の７５歳にあたる。そのため、高齢化率の数字に惑わされず

に、内浦の場合は７５歳以上、８０歳以上が高齢者というように考えてはどうか。また『高

齢者』を、幸せに年を取っていく『幸齢者』としてはどうか。 

島根県のある市では老人クラブの中に青年部を作っている。また、８０歳、８５歳の人

で７０歳を介護している人もいる。年齢が全てではないと前向きに考えていくことが大事

ではないか。 

 

        ③③③③海老津校区海老津校区海老津校区海老津校区コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ    橋内会長橋内会長橋内会長橋内会長    

  ・岡垣町には様々な団体がある。各小学校ではＰＴＡや育成会などがあり、海老津校区コ

ミュニティにはＮＰＯ法人里山宮の森などの団体もある。 

それぞれの団体の特徴などがあるため、そういった団体とうまく連携し、団体の持つい

いところを出して、協働でコミュニティを運営していかなければならないと思う。連携

をどのようにやっていけばよいか。 

・コミュニティのリーダーとしてどのような心構えが必要か。 

 

今泉先生今泉先生今泉先生今泉先生    

   各校区コミュニティには副会長がいると思うが、副会長などが横の絆をつなぐコーディ

ネーターとなってはどうか。 

高齢者は家の中にいることが多いため、家の中から子どもたちに手を振って見守っても

らえば、子どもの見守りとなる。逆に、高齢者の姿が見えない時には子どもが学校で話し、

学校から民生委員に連絡をして安否確認ができる。 

そういった活動がなかなかできないため、副会長がコーディネーターとなって、横との

つながりを作っていただきたい。副会長ができなければ、連携コーディネーターや絆コー

ディネーターを作ってもいいと思う。 
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   皆のモチベーションを上げるためには呼びかけが大事である。孫、ひ孫が２０年後３０

年後に「おじいちゃんおばあちゃんありがとう」と喜んでもらえるような町にしましょう

と呼び掛け、皆がそういった気持でやっていくのが良いと思う。 

会長が代わる度にやることが変わっては困るため、将来像をしっかりと作って取り組む

事が大事だと考える。 

 

        ④④④④山田校区山田校区山田校区山田校区コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ    永渕会長永渕会長永渕会長永渕会長    

  ・自治機能の再生について、地域の現状を見ると、住民自治への関心などが年々低下して

いる。高齢化の影響もあると思うが、繋がりを煩わしく思う人も増えてきた。自治区離

れが進行してきており心配している。 

・岡垣町全体での自治区加入率は約８６％と高い数値だが、山田校区だけ見てみても７

０％を切っている自治区が３つほどある。そういった自治区離れの影響で地域の活動の

盛り上がりにも欠ける。また、役員の担い手もほとんどいない状態となる。 

・校区コミュニティでは自治区に共通した問題や課題解決に取り組んでいる。しかし、そ

れは自治区が機能していることを前提として活動している。自治区が機能し続ける仕組

みを考える必要があるのではないかと思う。 

・以上の課題について知恵や工夫などがあれば教えていただきたい。 

 

今泉先生今泉先生今泉先生今泉先生    

   自治区が何で必要なのか、自治区が無くなるとどうなるかを分かりやすく説明したほう

がいいかもしれない。自治区が無くなるとまず、防犯灯が消える。実際に一度防犯灯を消

してみて、自治区が無くなるとこうなりますと説明するとよい。また、ゴミの収集もでき

なくなる。そういうことを分かっていいない住民も多い。そのため、自分１人は入らなく

てもいいだろうと考える。 

例えば高齢者の方で足腰が悪くなってきた方は物を配ることができないため、役をする

ことを重荷に感じてしまう。そのため、自分の所に役が回ってくると思ったら、そろそろ

自治区の加入を辞めたいと言いに来る。足腰が悪くなって物を配ることができなければ誰

かが手伝って物を配ってあげるとよい。その代わり、文章をホッチキスで留めたり、整理

をしてもらうなど、その人のできることをお願いする。社会の変化に合わせて自治区運営

も変えていかなければならないのかなと感じる。 

校区コミュニティを人間に例えると、住民が細胞、自治区が臓器となる。臓器が元気で

なければ人間は元気にならない。細胞が元気でなければ臓器は元気にならない。 
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そういったことを住民に分かっていただけるように、自治区が無くなればこうなるとい

った寸劇をやっても面白いかもしれない。 

   ある町で、雷が鳴っている時に子どもが一人で留守番をしていた。子どもは母親に怖い

から帰ってきてと電話をするが、母親は仕事で帰れない。その時に子どもが３軒隣のこど

も１１０番の家を思い出しそこに電話をした。その際に、そこのおばあちゃんが喜んで来

てくれて、子どもと一緒にいてくれた。１時間後にお母さんが帰ってきたときには、子供

はおばあちゃんと楽しそうに遊んでいた。それから、母親は考えを改めて、今まで近所づ

きあいを一切していなかったが、自分一人では生きていけないと気付き、近所付き合いを

するようになった。そういった事例もある。 

 

        ⑤⑤⑤⑤戸切校区戸切校区戸切校区戸切校区コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ    北野会長北野会長北野会長北野会長    

  ・どこの校区コミュニティもそうだと思うが後継者を選出するのが大変である。戸切校区

は５自治区で構成されているが、役員を決める際になかなかなり手がいない。 

・校区コミュニティの会長選出について、今は各区長が役員をやっているため、その中か

ら会長を選出している。しかし、区長の仕事もあるため、なかなか会長の仕事ができな

い状態である。そのため、会長を一般から選ぼうと考えるが、一般の方がコミュニティ

への関心が低い。 

今は自治区でも輪番制をしているところもあるため、校区コミュニティでも輪番制を取

り入れようかと検討している。 

輪番制に対して今泉先生はどの様に考えるか話を伺いたい。 

 

今泉今泉今泉今泉先生先生先生先生    

   本当に地域を良くしたいと思うのであれば、輪番制よりもやれる人にやっていただく方

が良い。ただし、その人の負担にならないようにすることを考えていかなければならない。 

戸切校区は地域づくり名人講座で「日本一子どもを大切する地域にしたい」というよう

な意見が出ていた。小学生や中学生の頃からまちづくりに参加する仕組みを作っておけば、

その子供たちが成長して１０年後、２０年後にはコミュニティの会長をやってくれたり、

役員になってくれるようになるのではないかと思う。 

まずは校区コミュニティの役員をやりやすいように仕組みを作っていただきたい。 

その上で、輪番制をやるかどうか考えていただき、それを選択した上で一生懸命がんば

っていただきたい。 

 役員に負担がないよう、あまり出て来ることができなくてもやれるような方法を考えて
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あげるのが校区コミュニティ運営協議会だと考える。 

ぜひ、小中学生に力を入れて、戸切校区コミュニティが日本一子どもを大切にし、大き

く育てる地域だということをＰＲしていただきたい。 

 

 最後に、消防団の方も来られているようなので、少し話をさせて頂く。 

私も消防団の１番員でポンプ操法大会に出たことがある。 

消火栓とホースの位置、ホースの届く範囲を絵に描いてみるとどこまで届いてどこから

が届かないかがよく分かり、対策を考えられる。 

ポンプ操法大会はグラウンドでやるが、実際の火事の現場はグラウンドではない。正式

な大会でなくても、住宅の中で大会をやってみると良いかもしれない。 

そういったことをやりながら、地域の人のまちづくりに対する意識を高めて頂ければと

思う。火災は消すけれど、地域の人の心には火をつける消防団であってほしいと思う。 

 

（（（（５５５５））））総評総評総評総評    

宮内町長宮内町長宮内町長宮内町長    

   最後に講師の今泉先生及び各校区コミュニティの会長、会場の皆様にお礼申し上げる。 

本日は今泉先生に大変有意義な楽しいお話をしていただいた。現在地域コミュニティや

各自治区の活動の他、様々な活動に大変多くの方に参加していただいている。しかし、先

ほどから会長から問題提起されているように、後に続く人がなかなかいないという課題が

ある。これは深刻な問題である。 

まずは各自治区の様々な活動の中で、これから先、子や孫たちがよりよく暮らせる地域

をどのようにつくっていくか考えていく必要がある。活動を楽しくし、できることをやっ

ていただくことが大事だろうと考える。 

高齢者であってもできることはある。岡垣町の６５歳以上の高齢者は今年の５月あるい

は６月には 1 万人を超えるだろうと思われる。そのような状況ではあるが、７０歳くらい

までは現役で活躍していただきたい。また、７０歳を超えても自分でできることを行い、

無理をせず楽しみながら活動していくことが大事ではないかと思う。 

地域コミュニティを私たちの暮らしの中に根付いたものにしていっていただきたい。楽

しく知恵を働かせ、行政も皆さんと力を合わせて頑張っていきたいと思う。これからも

様々な面で力をお借りするかもしれないが、今日の話のように言葉の使い方一つにしても

面白くお届けできればと思っている。 

本日は有意義な講演、シンポジウムであったと思う。心からお礼を申し上げます。以上
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を持ちまして挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。 

 

（（（（シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム終了終了終了終了）））） 


